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第 18回大船渡市農業委員会総会会議録 

 

招集者     大船渡市農業委員会会長    藤原 重信 

会議日時    令和４年３月 28日 午後２時 00分開会 

会議場所    大船渡市役所：地階大会議室 

 

議事日程第１号 

 日程第１         会期の決定 

 日程第２          書記及び議事録署名委員の指名 

日程第３  報告第１号  大船渡市農業委員会事務局職員の異動発令に係る専決処分に 

ついて 

日程第４  議案第１号   農地転用事業計画の変更申請について 

日程第５  議案第２号  農地法第５条の規定による許可申請について  

日程第６  議案第３号  農地法の適用外であることの証明願について 

日程第７  議案第４号  農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断につ 

いて 

 日程第８  議案第５号  令和４年度大船渡市農業労賃標準額の設定について 

本日の会議に付した事件 

  ～議事日程第１号に同じ～ 

 

出席委員（農業委員 ７名） 

     議長  藤原 重信君       １番  細谷 知成君 

  ２番  今野八重子君       ４番  金野たか子君 

５番  古内 嘉博君            ７番  鈴木 力男君 

    ８番    及川 建則君 

（農地利用最適化推進委員 ９名） 

［大船渡地区］末崎地域  村上 優司君     末崎地域  尾形キヨシ君 

      赤崎地域  浅野 幸喜君     猪川地域  鈴木 一志君 

立根地域  金  典夫君     日頃市地域 佐藤美智子君 

［三陸町地区］綾里地域  畑中 圭吾君     越喜来地域 鈴木 学 君 

吉浜地域  地 久寿君 

遅刻者（０名）  

早退者（０名）  

欠席者（１名） ６番 中村 亨君 

        ９番 熊谷 玲子君 

        大船渡地区大船渡地域 佐藤 幾子君 



事務局出席者 

     局 長   小松 哲 君     局長補佐   鈴木 康司君 

     主 事  菅野 由夏君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



午後２時 00分開会 

 

○議長（藤原重信君） 本日はご出席いただきましてありがとうございます。定刻になり

ましたので、これより第 18回大船渡市農業委員会総会を開会いたします。 

 それでは開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。事務局からも後ほど説明があ

ると思いますが、私の方から２つほどお話をさせていただきたいと思います。１つは、お

茶の試験栽培のことであります。明治大学の平山先生の紹介で、苗木の提供がありまして、

熊谷玲子委員から農地をお借りして、農業委員会が試験栽培を続けてまいりましたが、昨

年委員皆さんで葉の摘み取りをし、農協の施設で加工をお願いし、できあがったお茶を関

わった方々にも配布をし、また、委員皆さんと一緒にお茶を味わいました。熊谷玲子委員、

それから農地、農政の委員長さんとも意見交換をしましたが、この辺で一つの区切りをつ

けたいものだなとそう思っております。そこで、今年度をもって終わりにしたいというこ

とを考えているところであります。よろしくご理解を賜りたいものと思います。 

平山先生について、ちょっと話をしますが、11 年前の震災直後に市内の学校に学校支援

でゼミの生徒たちと一緒に来られまして、色々支援をいただいた方であります。ある学校

に来られた時には、地区公民館に宿泊しまして、東京に帰られる時は、夕方に市内の温泉

に入浴していただきまして、夜には東京行きのバスまでその温泉のバスでお送りさせてい

ただいたことがありました。今になってみると、これも縁かなとそう思っているところで

あります。 

 もう一つは、３月は市の職員の異動の時期でありまして、鈴木康司局長補佐が退職であ

ります。再任用で部署が変わって勤務されるということであります。農業委員会には、新

たな局長補佐をお迎えすることになります。鈴木補佐には、分かりやすい総会資料の作成、

そして、丁寧な資料の説明で大変助かったなと思っております。ありがとうございました。

これからも健康でご活躍されることをご祈願申し上げ、挨拶に代えたいと思います。以上

であります。 

○議長（藤原重信君） 本日出席の農業委員は７名、推進委員は９名であります。欠席の

通告のあった農業委員は６番中村亨農業委員、９番熊谷玲子農業委員の２名であります。

また、欠席の連絡のあった推進委員は大船渡地区大船渡地域佐藤幾子推進委員の１名であ

ります。 

次にこれまでの経過と今後の日程について、小松事務局長から報告をお願いします。 

○事務局長（小松哲君） それではお手元の資料により行事等経過報告及び開催予定を申

し上げます。初めに先月開催の第 17 回総会以降の経過報告です。３月 11 日、令和３年度

東日本大震災大船渡市犠牲者追悼式に藤原会長が出席しています。３月 16日、令和３年度

一般社団法人岩手県農業会議定期総会は、書面議決書を提出しています。３月 18日、令和

３年度農業労賃標準額設定検討委員会を書面議決で開催しました。藤原会長、熊谷職務代 
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理者、浅野農地委員長、古内農政委員長、農家代表として 地久寿推進委員が検討委員で

した。３月 28日、令和３年度第２回気仙地方農政連絡会総会は、書面議決としております。 

次に、本日の総会以降の行事予定です。３月 31日、令和３年度大船渡市退職者辞令書交

付式に藤原会長が出席予定です。４月１日、令和４年度大船渡市職員辞令交付式に藤原会

長が出席予定です。４月６日、令和３年度大船渡地方農業振興協議会一般会計決算監査に

藤原会長が出席予定です。次回第 19 回総会は、４月 27 日に市役所の地階大会議室で開催

を予定していますので、よろしくお願いします。行事等でご不明な点につきましては事務

局までお問い合せ願います。私からは、以上です。 

○議長（藤原重信君） それでは出席委員が定足数に達しておりますので、これより本日

の会議を開きます。 

本日の議事は、お手元に配付の議事日程第１号により進めることといたします。 

○議長（藤原重信君） 日程第１、会期の決定を行います。お諮りいたします。本総会の

会期は本日１日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） ご異議なしと認めます。 

よって、本総会の会期は本日１日間と決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第２、書記及び議事録署名委員の指名を行います。議事

録署名委員は農業委員からの指名となりますが、書記及び議事録署名委員を議長から指名

してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） ご異議なしと認めます。それでは議長から指名いたします。書記

には事務局の菅野由夏主事、議事録署名委員には、７番鈴木力男農業委員、８番及川建則

農業委員を指名します。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第３、報告第１号大船渡市農業委員会事務局職員の異動

発令に係る専決処分についてを議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願い

します。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 先ほどは、会長より身に余るお言葉をいただきまして、

ありがとうございました。 

それでは、議案書の２ページをお開きください。報告第１号大船渡市農業委員会事務局

職員の異動発令に係る専決処分について。大船渡市農業委員会事務局職員の異動を発令す

ることについて、大船渡市農業委員会規則第 10条第１項の規程に基づき、別紙のとおり会

長が専決処分をしたので、同条第２項の規程により、本委員会に報告し、承認を求めるも

のでございます。専決処分の理由は、令和４年４月１日付け大船渡市職員人事異動に際し

大船渡市長より協議を求められたが、異動内示日３月 11日までに農業委員会総会を招集す

ることが困難であるため、会長が専決処分したものです。 
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３ページに専決処分書があります。４ページが令和４年４月１日付け大船渡市農業委員

会事務局職員異動発令一覧表です。異動前、農業委員会事務局局長補佐、氏名、鈴木康司。

摘要、市長部局出向退職ということです。それから、異動前は市民生活部市民環境課課長

補佐、異動後は農業委員会事務局局長補佐、氏名、佐々木浩久。摘要、農業委員会出向で

ございます。以上です。 

○議長（藤原重信君） 報告第１号について質疑、意見はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 次に日程第４、議案第１号農地転用事業計画の変更申請について

を議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 議案書の５ページをお開きください。議案第１号農地転

用事業計画の変更申請がありましたので、本委員会の会議に付し可否を決定していただき

ます。 

番号１番、地図の１ページです。登記地目は畑、現況地目は雑種地、面積は 415 ㎡のう

ち 238.25 ㎡です。権利については使用貸借です。転用目的は、重機作業スペース 191.89

㎡、残土・資材置場スペース 46.36 ㎡。転用理由は携帯電話無線基地局建設工事のためで

す。令和３年６月に５条一時転用許可を出しましたが、その後令和３年 11月に事業計画変

更として令和４年３月 31日までの一時転用と期間は延長しました。更に計画どおり事業を

遂行できない理由として、世界的半導体不足による通信機器の製造遅れのため、物品搬入

も更に遅れているため、令和４年６月 30日までの一時転用として期間を延長したいという

ことです。第３種農地のため立地基準を満たしており、周辺農地に与える影響も無いため

一般基準を引き続き満たしております。以上でございます。 

○議長（藤原重信君） 次に担当地区の農業委員から申請地の現況について説明をお願い

します。議案第１号１番について、４番金野たか子農業委員から説明をお願いします。 

○４番（金野たか子君） 議案第１号１番についてご報告いたします。25 日 11 時 40 分に

借受人に電話にてお話をお伺いしました。令和３年 11 月 26 日付けで事業計画変更を承認

させていただきましたが、世界的半導体不足により通信機の製造遅れのため、物品搬入も

更に遅れ再度の変更申請に至ったということでした。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第１号１番について質疑、意見を許しますが、何か

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第１号１

番について本委員会において許可と決定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

（    賛成者挙手  ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 
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 よって、議案第１号１番は本委員会において許可とすることに決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第５、議案第２号農地法第５条の規定による許可申請に

ついてを議題といたします。初めに議案第２号１番について審議いたします。なお、この

案件は、９番、熊谷玲子農業委員が関係する案件であることから、熊谷玲子農業委員は退

室願います。 

（  ９番 熊谷玲子君除斥  ） 

○議長（藤原重信君） それでは事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 議案書の６ページをお開きください。１番は、昨年の 12

月に農業振興地域からの除外について同意をいただいたものが正式に除外が決定しました

ので、転用許可申請が出されたものでございます。後に説明します２番、４番及び５番も

同様であります。それでは議案第２号農地法第５条の規定により許可申請がありましたの

で、本委員会の会議に付し可否を決定していただきます。 

 番号１番、地図の２ページです。登記地目、現況地目ともに畑、面積は 335 ㎡。権利は

使用貸借です。転用目的は一般個人住宅、居宅２階建１棟 59.62㎡、駐車場２台 25㎡、通

路及び庭 195.38 ㎡、法面が 55 ㎡あります。転用理由は、現在借家住まいにつき、義父の

土地を借りて居宅を建築したいということで永年の使用貸借です。こちらは用途指定のな

い第２種農地になっております。第２種農地ですが、他に土地がないため立地基準を満た

しており、融資証明書より資金を確認し周辺農地に与える影響がないため一般基準を満た

しております。 

○議長（藤原重信君） 次に担当地区の推進委員から申請地の現況について説明をお願い

します。議案第２号１番について大船渡地区末崎地域尾形キヨシ推進委員から説明をお願

いします。 

○大船渡地区末崎地域推進委員（尾形キヨシ君） 推進委員の尾形です。議案第２号１番

についての調査報告をいたします。この案件は昨年の 12 月 27 日、農振除外申請したもの

です。地図の２ページをご覧ください。23 日所有者の妻より聞き取りをいたしました。そ

の後、現地確認をいたしました。借受人は貸付人の娘さんの夫で、５年前から貸付人の仕

事の手伝いをしており、当該地に居宅を建築してこの先も手伝っていきたく、今回の申請

に至ったそうです。申請地の東側と北側は住宅地で、西側は休耕畑、南側に耕作している

畑はありますが、申請地より離れており影響はないものと思われます。生活排水等につい

ては近くに側溝があり、問題はないと見てまいりました。ご審議のほどよろしくお願いし

ます。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第２号１番について質疑、意見を許しますが、何か

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第２号１ 
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番について本委員会において願いのとおり決定することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

（   賛成者挙手   ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

よって、議案第２号１番は本委員会において許可とすることに決定いたしました。 

ここで熊谷玲子農業委員の着席をお願いします。 

○議長（藤原重信君） 退席された熊谷玲子農業委員に報告します。議案第２号１番につ

いて本委員会において許可とすることに決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に議案第２号２番から５番までを審議いたします。事務局から

議案の朗読と説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 先ほどお伝えしてましたとおり、議決した１番のほか、

これから説明します２番、４番及び５番についても農業振興地域から正式に除外が決定し

ましたので、転用許可申請が出されたものです。 

２番、地図の３ページです。登記地目は畑、現況地目は雑種地です。面積はあわせて 351

㎡。権利については使用貸借です。転用目的については、資材倉庫１棟 9.93㎡、駐車場（普

通車及びトラック４台）145 ㎡、通路 196.07 ㎡。地図の４ページに配置図がございます。

このような配置になって全体的に使用するということです。転用理由ですが、現在建設業

をしているが、資材倉庫及び車両置き場が狭く不便なため、父親所有の当該地を借りて資

材倉庫敷地及び駐車場として利用したいということで、永年の使用貸借です。こちらも用

途指定がない第２種農地ですが、追認案件として農振除外を認められております。第２種

農地ですが、他に適当な土地がないため立地基準を満たしており、残高証明書により資金

を確認し周辺農地に与える影響はないため一般基準を満たしております。議案書の７ペー

ジをお開きください。番号３番、地図の５ページです。登記地目は田、現況地目は畑、面

積はあわせて 177 ㎡。権利については売買です。転用目的は店舗用地、事業拡張用地駐車

場及び通路として 185.74㎡です。転用理由ですが、事業の拡大に伴い、駐車場が不足し用

地拡張が必要なため、隣接する雑種地と併せて計画地とするということです。地図が擦れ

て見えにくいのですが、この建物が譲受人の経営するお店です。こちらは第一種住居地域

で第３種農地となっております。第３種農地のため立地基準を満たしており、融資証明書

により資金を確認し周辺農地に与える影響がないため一般基準を満たしております。次に

４番、地図の６ページです。登記地目、現況地目ともに田、面積は 395 ㎡。権利について

は使用貸借です。転用目的は一般個人住宅、居宅２階建１棟 63.93 ㎡、駐車場３台分。転

用理由ですが、現在借家に親と同居中であるが狭く不便なため、母親所有の当該地を利用

して自宅を新築したいということで、永年の使用貸借です。用途指定がないので第２種農

地です。第２種農地ですが、他に適当な土地がないため立地基準を満たしており、融資証

明書により資金を確認し周辺農地に与える影響がないため一般基準を満たしております。 
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次に５番、地図の７ページです。登記地目、現況地目ともに畑、面積は 419 ㎡。権利につ

いては売買です。転用目的は、自家用車両置場２台分と漁業資材（網・ロープ・その他漁

業用資材）置場 372 ㎡です。転用理由ですが、自宅敷地が狭く、自家用車両の駐車場及び

自営の漁業資材置き場が不足しており不便なため、当該地を取得し駐車場及び資材置き場

として利用したいということです。地図の８ページに配置図がありますので、ご覧いただ

きたいと思います。このような形で全体を利用するということです。こちら第２種農地で

すが、他に適当な土地がないため立地基準を満たしており、残高証明書により資金を確認

し周辺農地に与える影響がないため一般基準を満たしております。以上です。 

○議長（藤原重信君） 次に担当地区の農業委員並びに推進委員から申請地の現況につい

て説明をお願いします。次に議案第２号２番について５番古内嘉博農業委員から説明をお

願いいたします。 

○５番（古内嘉博君） ５番古内です。現況は農道下で急斜面であり、震災後に擁壁を作

り埋め立てた状態となっており、一部に資材倉庫の基礎がありました。他に周りに耕作地

もなく、問題はないと思われます。なお、貸付人と借受人は親子の関係です。以上です。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第２号２番について質疑、意見を許しますが、何か

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第２号２

番について本委員会において許可と決定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

（   賛成者挙手   ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

 よって、議案第２号２番は本委員会において許可とすることに決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に議案第２号３番について大船渡地区立根地域金典夫推進委員

から説明をお願いいたします。 

○大船渡地区立根地域推進委員（金典夫君） 推進委員の金です。議案第２号３番につき

まして、現地調査、聞き取り調査を行いましたので、報告をいたします。地図の５ページ

です。申請地は、譲受人が経営する店舗があり、隣接する南側が申請地になります。登記

地目は田ですが、現況は隣地と同じ高さに盛土されて更に擁壁された土地で、一部畑とし

て耕作をされています。周辺の状況は、北側には店舗、更にアパート、東側には国道 45号

を挟んで営業所、更に住宅街、南側は休耕田、西側はアパートの駐車場になっております。

譲渡人から３月 25日電話で聞き取りをしましたが、既に市内の自宅は売却し、現在市外に

居住をしており、譲受人の方から購入希望もあり売却するとのことでした。譲受人からは

３月 22日、現地調査の日に会いまして聞き取りをいたしましたが、転用目的、理由のとお

りです。周辺農地への影響は、南側の隣接地は休耕田になっております。周辺には耕作し

ている水田がありますが、排水路、側溝等も設置されており、影響はないと判断をいたし 
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ました。以上で報告を終わります。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第２号３番について質疑、意見を許しますが、何か

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第２号３

番について本委員会において許可と決定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

（   賛成者挙手   ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

 よって、議案第２号３番は本委員会において許可とすることに決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に議案第２号４番について、10 番、私、藤原から説明いたしま

す。 

議案第２号番号４の現地の確認と聞き取りの報告をいたします。申請地は、12 月の総会

で農用地区域からの除外することで意見を求められ、異議なしと決定した農地であります。

申請地も周辺農地も地目は田でありますが、維持管理されている農地とみてまいりました。

貸付人、借受人は親子でございます。24 日に借受人からお聞きしたところ、現在借家に暮

らしていて狭く不便なため、母親所有の当該地に自宅を新築したいということでありまし

た。母親の生まれ里に戻って暮らしながら所有する周辺農地等の維持管理をしてまいりた

いと話しておりました。特に問題になることはないと見受けてまいりました。よろしくお

願いをいたします。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第２号４番について質疑、意見を許しますが、何か

ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第２号４

番について本委員会において許可と決定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

（   賛成者挙手   ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

 よって、議案第２号４番は本委員会において許可とすることに決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に議案第２号５番について８番及川建則農業委員から説明をお

願いいたします。 

○８番（及川建則君） ８番の及川です。議案第２号５番につきまして報告いたします。 

３月 25 日 10 時頃、現地を確認し、譲受人より話を聞きました。申請地は、12 月の総会で

農振地域内につき農用地区域から除外した案件であり、地図上の譲受人宅の下になります。

譲渡人が耕作しなくなり、雑種地状態で譲受人は地図上の別紙のとおり駐車場、漁業資材

置き場、網置き場に利用する計画のようです。申請地の周りは住宅に囲まれていますが、

何の影響も無いと思われます。以上です。よろしくお願いいたします。 
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○議長（藤原重信君） それでは議案第２号５番について質疑、意見を許しますが、何か

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第２号５

番について本委員会において許可と決定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

（   賛成者挙手   ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

 よって、議案第２号５番は本委員会において許可とすることに決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第６、議案第３号農地法の適用外であることの証明願に

ついてを議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 議案書の８ページをお開きください。議案第３号農地法

の適用外であることの証明願を受理しましたので、本委員会の会議に付し可否を決定して

いただきます。 

番号１番、地図は９ページです。登記地目は畑、現況地目は雑種地、面積は 170 ㎡。非

農地の事由ですが、昭和 56年当時に港湾工事に土砂が必要との県の要望で、隣接する土地、

というのはこの地図の左右の畑ですが、こちらから土砂の採掘がなされましてその頃から

ここの土地は通路として利用され現在に至っています。長年雑種地として利用しており、

登記地目も雑種地と認識していましたが、農地法の知識が不十分で、農地であることが明

らかになりましたので今回証明願を提出したものです。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤原重信君） 次に担当地区の推進委員から申請地の現況について説明をお願い

します。議案第３号１番について佐藤幾子推進委員が欠席でありますので、大船渡地区末

崎地域村上優司推進委員から説明をお願いします。 

○大船渡地区末崎地域推進委員（村上優司君） 推進委員の村上です。今日は地区担当の

佐藤推進委員が欠席しておりまして、原稿をお預かりしております。 

議案第３号１番についてご説明を申し上げます。地図は９ページになりますので、お目

通しを願いします。朗読をいたします。３月の 24 日午前９時 10 分頃、代理人に電話した

ところ、今申請地にいるということで私も現地に向いました。申請地の隣地で代理人が待

っており、申請地の確認と当該地の所有者との関係を伺ったところ、兄弟であるとのこと。

当該地に隣接する土地も兄弟の所有地でしたが、高齢化や遠方に居住しているなどの事情

から５、６年前に一括して代理人に名義変更しましたが、その時通路として使用していた

当該地の変更には考えが及ばなかったようで、今回電波塔の建設地に貸すために業者さん

に依頼したところ、当該地が農地のままであるという指摘されましたので今回申請に至り

ました。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第３号１番について質疑、意見を許しますが、何か

ございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第３号１

番について本委員会において願いのとおり決定することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

（   賛成者挙手   ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

 よって、議案第３号１番について本委員会において願いのとおり決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第７、議案第４号農地法第２条第１項の農地に該当する

か否かの判断についてを議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 議案書の９ページをお開きください。議案第４号農地法

第２条第１項の農地に該当するか否かの判断について。農地法の運用について第４（２）

に基づき、農地法第２条第１項の「農地」に該当しない旨判定された別添土地について、

本会で判断するため審議して決定していただきます。 

10 ページをお開きください。今回の非農地リストは１筆 138 ㎡です。これは所有者から

の申出によるものです。１番、地図の 10ページ。台帳地目は畑、現況地目が山林、面積が

138㎡。11ページに写真もございますのでご覧いただきたいと思います。こちらの土地は、

10 ページの地図で見ていただきますと三角の土地の図面でいう右側、東側の山林を住宅と

して造成して家を建てるということで、その方がこちらの土地についても利用したいとい

うことで、森林の様相を呈している部分を分筆して今回非農地判断ということで出された

ものです。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤原重信君） 次に担当地区の推進委員から申請地の現況について説明をお願い

します。それでは議案第４号１番について三陸町地区綾里地域畑中圭吾推進委員から説明

をお願いします。 

○三陸町地区綾里地域推進委員（畑中圭吾君） 推進委員の畑中です。議案第４号農地法

に該当するか否かの判断について報告をいたします。現地は写真にありますように、雑木、

松等が生え、所有者の話では 20年くらい前までは耕作していたようであります。調査の結

果としては、耕作に不向きな土地の現状、また、現状樹木が生えている状況からいっても

非農地が妥当であると思ってまいりました。以上でございます。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第４号１番について質疑、意見を許しますが、何か

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第４号１

番について、本委員会において農地に該当しないことに決定することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

（   賛成者挙手   ） 
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○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

よって、議案第４号１番の農地に該当するか否かの判断については、本委員会において

農地に該当しないことに決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第８、議案第５号令和４年度大船渡市農業労賃標準額の

設定についてを議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 議案書の 11ページをお開きください。議案第５号令和４

年度大船渡市農業労賃標準額の設定について令和４年度大船渡市農業労賃標準額を別紙の

とおり設定することについて、本委員会の議決を求めるものです。 

これは３月 18日の平成３年度農業労賃標準額設定検討委員会で書面議決いただいたもの

になります。12 ページをお開きください。令和４年度の案と令和３年度の標準額を並べて

表示してあります。令和４年度農業労賃標準額（案）についてですが、令和４年度農業労

賃標準額については、令和３年 10月に改定された岩手県の最低賃金に日額 6,568円を上回

る額である 6,600 円以上に設定する必要があります。そのため、人力作業賃金について普

通作業は担い手等を育成及び確保する観点により、6,600円から２％増額した 6,700円、３

年度については 6,400 円としています。また、困難な作業は普通作業 6,700 円から 10％増

額した金額である 7,400 円と設定しています。機械作業賃金についても、最低賃金や燃料

費、機械価格が上昇している経済状況を踏まえ、耕起からハーベスターまでの８項目を各

100円、籾摺から畦畔草刈までの５項目を各２％増額いたします。当初の機械作業賃金は県

内他市町村に比べ高額に設定されているため、今回は大幅な見直しが行わず、小額の増額

で様子をみることとし、12ページ及び 13ページの令和４年度大船渡市農業労賃標準額（案）

のとおりご提案をいたします。なお、気仙管内の状況についてですが、陸前高田市では人

力作業については普通作業を調整目標の加減にあたる 6,600 円、困難な作業を 7,200 円に

引き上げ、機械作業については据え置くとのことです。住田町では、陸前高田市と同様に

人力作業のみ改定し、機械作業は据え置きで提案する方針とのことです。13 ページに令和

４年度の農業労賃標準額表（案）がございますが、決定いただきましたら例年どおり大船

渡市広報とホームページ掲載するとともに、紙ベースで農業委員会事務局、市役所、支所、

出張所、ＪＡ市内支店に配布する予定でご提案をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第５号について質疑、意見を許しますが何かござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第５号に

ついて本委員会において、原案のとおり決定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

（  賛成者挙手  ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

よって、議案第５号令和４年度大船渡市農業労賃標準額の設定については、本委員会に 
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おいて、原案のとおり決定することといたしました。なお、農業労賃標準額は来月中を目

途に市の広報とホームページへ掲載するほか、農業委員会事務局、市役所支所、出張所、

ＪＡ市内支店に備え置き、農業者に周知することといたします。 

○議長（藤原重信君） 以上をもちまして本総会に付議されたすべての議案審議を終了い

たしました。慎重審議を賜りましてありがとうございました。 

 これをもちまして第 18回総会を閉会といたします。 

 

午後２時 49分閉会 
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